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高木 一彦会長

ロータリーソング 奉 仕 の 理 想
ソングリーダー

窪田

謙

会員

・高木会長より挨拶
皆さん、こんにちは。先日開催されま
した地区大会に参加された皆様お疲
れ様でした。私と窪田ガバナー補佐エ
レクトは前日より参加していたので
すが、当クラブが１００％財団寄附ク
ラ ブ 及 び「Every Rotarian, Every
Year」クラブとして承認バナーを授与
されました。この賞を頂いたのは第５
グループでは富津シティロータリー
と君津ロータリーの２クラブで、人数
が少なくてもキチンと活動している
ことを示すことが出来たのではない
でしょうか。今週末は継続事業の東北
支援に向かいます.参加される皆様宜しくお願いいたします。皆さん、こんにちは。先日開催されま
した地区大会に参加された皆様お疲れ様でした。私と窪田ガバナー補佐エレクトは前日より参加し
ていたのですが、当クラブが１００％財団寄附クラブ及び「Every Rotarian, Every Year」クラブ
として承認バナーを授与されました。この賞を頂いたのは第５グループでは富津シティロータリー
と君津ロータリーの２クラブで、人数が少なくてもキチンと活動していることを示すことが出来た
のではないでしょうか。今週末は継続事業の東北支援に向かいます.参加される皆様宜しくお願いい
たします。
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・幹事報告
＊上総ロータリークラブより週報が届いております。
＊富津中央ロータリークラブより週報が届いております。
＊木更津ロータリークラブより例会変更・休会のお知らせ
3 月 19 日（木）…休会（クラブ定款第８条第１節 C 項）
＊袖ヶ浦ロータリークラブより例会変更のご案内
・移動例会（３月１６日・月）
日時 ３月１８日（水）点鐘１８時
場所 懐石料理 淡粋
・休会
３月２３日（月）祝日（定款第８条第 1 節 C 項）
・時間変更
日時 3 月 30 日（月）点鐘１２：３０
（月の最終は夜間例会ですが、18 日（水）市原 RC 合同夜間
例会と振り替えた為）
＊国際ロータリー第２７９０地区ローターアクト 第 48 回年次
大会のご案内
年次大会のテーマ「和っしょい～皆で作ろう友達の輪」
日時：2020 年 5 月 30 日（土） １３：３０登録開始 １４：００ 点鐘・式典
式典・懇親会会場：鴨川ホテル三日月 コンベンションホール～飛翔～
（〒２９９－５５０２ 千葉県鴨川市内浦２７８１）
登録料 ロータリアン ￥12,000（式典＋懇親会）￥20,000（式典＋懇親会＋宿泊）
登録・振込締切
２０２０年 4 月 15 日（木）
＊国際ロータリー第２７９０地区 ２０１９―２０年度ガバナー諸岡靖彦様・地区大会会
長 池内富男様・地区大会実行委員長 設楽正行様より「国際ロータリー第２７９０
地区 地区大会」参加へのお礼文が届いております。
＊国際ロータリー第２７９０地区 RYLA 委員会委員長 黒岩靖之様より「第 43 回 RYLA セミナー」へのお
礼文が届いております。
＊RIJYEM 事務局より「青少年の短期交換プログラムに関するアンケートご協力のお願い」が届いており
ます。
＊地区奉仕プロジェクト統括委員会 委員長 関 一憲 様より「チャリティーコンサートご協力のお
願い」千葉県台風被害・東日本大震災の為（売上金はすべて復興援助）
日時：3 月 27 日（金）開場 １７：３０ 開演 １８：００
会場：船橋勤労市民センター
チケット：一般 2,000 円 ロータリアン 3,000 円
＊ロータリー財団委員会財団資金・推進管理委員会委員長 浅野 肇 様より「２０２０年 1 月寄付レ
ポート」が届いております。
＊コーディネーターNEWS2020 年 3 月号が届いております。
＊２０１９－２０諸岡靖彦ガバナー年度第 2 回
『地区先達と語る「私のロータリー」の集い』開催ご案内
開催期日 4 月 19 日（日）13 時００分登録開始 13 時 30 分開会 16 時 30 分閉会予定
会場 千葉市中央区都町１０００番地 千葉スカイウインドウズ東天紅 23 階
参加費 １クラブ 2,000 円（クラブ単位で送金願います）
締切り日 ４月４日（金）
＊ブラック・タイ・パーティーのご案内
日時：２０２０年４月 25 日（土）登録午後 5 時 30 分－閉会午後 6 時
場所：プレミアホテル TSUBAKI 札幌
〒０６２－０９０４ 札幌市豊平区豊平４条 1 丁目 1 番 1 号
TEL 011-821-1111
参加費：お一人 ￥15,000 円（参加費、飲食代、ポリオ根絶支援金）
締切日：2020 年 3 月 11 日（水）必着
ドレスコード：タキシード、ブラック・タイ（男性）ワンピース、和服、イブニングドレス等（女性）
お申込、参加費：各地区ガバナー事務所を通じてお送りください。
宿泊：プレミアホテル TSUBAKI 札幌 1 部屋 1 人使用 1 泊朝食付き 18,000 円
＊RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅡの開催ご案内
日時：2020 年 3 月 15 日（日）
受付：9 時 30 分 開会 10 時 10 分～閉会 18 時 10 分
場所：千葉市民会館 3 階特別会議室２（JR 千葉駅徒歩 10 分 JR 東千葉駅そば）
住所：千葉市中央区要町１－１ 電話０４３－２２４－２４３１
定員：60 名
形式：少人数（10 名以内）でのディスカッションを 50 分間で６セッション行います。
パートⅡ参加費：3,000 円/1 会員（RLI 参加者資料＋昼食＋飲料含む）
締切りは 2 月 29 日（土）
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・委員会報告
奉仕プロジェクト委員会の窪田委員長が退席されましたので、代わりに(高木会長)報告します。
2 月 5 日(水)の例会は富津市の「地域おこし協力隊」として活動しています。鹿野光久さんをお招
きしまして、取り組んでいる内容について卓話していただきます。
今後のスケジュール
2月
5日(水)

12:30点鐘

卓話

12日(水)

奉仕プロジェクト

休会

19日(水)

12:30点鐘

ロータリーの友情報

IT広報・公共イメージ

26日(水)

6:30点鐘

青堀駅前清掃

奉仕プロジェクト

2月2日(日)地区補助金セミナー(三井ガーデンホテル千葉

13時点鐘)

2月8日(土)9日(日)地区大会(アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール)
2月23日(日)会長エレクト研修セミナー(TKPガーデンシティ千葉

13時30点鐘)

2月29日(土)インターシティミィーティング(木更津ビューホテル

14時点鐘)

東日本大震災被災地支援・東北研修旅行(2月13日～3月1日の間で開催予定)
3月
4日(水)

12:30点鐘

桜の森施肥

奉仕プロジェクト

11日(水)

12:30点鐘

職場訪問

奉仕プロジェクト

18日(水)

12:30点鐘

ロータリーの友情報

IT広報・公共イメージ

25日(水)

18:00点鐘

炉辺会談(会員増強)

会員増強拡大

・ロータリーの友情報
2020 日１月号： ＲＩより
右開き 指定記事 RI 会長メッセージ(P.３ )
１ ロータリアンとロータリー家族の皆さん
２ 温故知新 私の職業奉仕考(P.７－１６)
３日本のロータリー１００周年 新たな 100 年に向かって（Ｐ.20～２１）
１００周年実行委員長 三木 明
日本のロータリー１００周年記念式典・祝賀会が開催されることが決定しました。ロータリア
ンをはじめ多くの方々のご参加をお待ちしております。
日時 ２０２０年 11 月 24 日（火）午後 3 時 予定
場所
ザ・プリンスパークタワー東京
４ 例会の席は固定派？ それともシャッフル派（p.24～２７）
５ 区大会略報 （Ｐ３５） 第２５９０地区
２０１９年１０月 25～26 日 パシフィコ横浜会議センター
ホスト 川崎マリーンＲＣ 登録者 ２，２４０人
轟 淳次 ガバナー
左開き
・ロータリーアットワーク（左開きＰ２９）
カンボジアの小学校に文房具セットを寄贈
以上、ロータリーの友＜２０１９年 8 月号＞より情報を抜粋してお届けしました
（文責：小倉 博人・日野 義憲）
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・出席報告
会員数

出席者

M.up

出席率

前回

15人

13人

0人

86.66%

今回

15人

0人

0人

0.00%

・お祝い
阿部

信一さん

小倉

博人さん

小川

俊満さん

おめでとうございます。

・ニコニコボックス(敬称略・順不同)
立石 泰之

お疲れ様です。いつもお世話になります。清水一成会長、本日はご来訪ありがとうござ
いました。今後も宜しくお願い致します。

高木 一彦

清水会長いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

東

誕生祝いありがとうございました。心新たに頑張りたいと思います。これからも宜

清三郎

しくお願い申しあげます。清水会長、例会参加ありがとうございます。
小倉 博人

清水会長、来訪ありがとうございました。

和田 充敏

清水会長本日は、ご来訪ありがとうございます。今後も宜しくお願い致します。
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今までのニコニコ

¥72,324

今日のニコニコ

¥10,000

ニコニコ総計

¥82,324

